
「母の日」メッセージ

会員番号 ペンネーム 『母の日』メッセージ

5684 shigemaro
いつも誕生日や記念日を気にかけてくれてありがとう

声をかけてくれるだけでもいつも嬉しいです

9196 うめちゃんず

お母さん。

いつも私の家族の事を心配してくれてありがとう。

身体に気をつけて⾧生きしてください。

また子供達を連れて遊びに行きます。

8193 リョウ

感謝しかありません

今だに親孝行できず

⾧生きしてください。

12584 ななこ
昔の思い出が懐かしく感じられます。あの頃あなたもこんな感情を味わっていたのかもしれません。

お母さんありがとう！

11760 イブサン
年末体調を壊し入院したので心配しました。まだまだ元気でいてほしいので、無理をせず笑顔でいて下さ

い。

12234 リリィ
お母さん、去年の豪雨でこちらに避難してきた時、子ども達のお世話をしてくれてありがとう。まだコロ

ナで帰れないけど、身体には気を付けてね！いつもありがとう。

13751 いちごちゃん

ママ、いつもありがとう！

綺麗なお花や景色を見にいったり、美味しいものを食べに行ったりして、元気に過ごそうね！

いつも、ありがとうの気持ちでいっぱいです！

10607 ちっぷまっく いつも温かく接してくださって感謝です。お義母さんありがとうございます！

9178 まめ
こんなに⾧いことお母さんの顔を見ていないのは、生まれてこのかた初めてだよ。会えなくて寂しいけれ

ど、いつも私たち家族のことを気にかけてくれて、ありがとう。

11322 みゅう
これからもよろしく！

時機を見てお出かけしましょう。

10360 NHK 私も母になり、大変さがよくわかりました。。いつもありがとう！

8418 apo
持病持ちの母。

コロナ禍がもう少し落ち着いたら、食事会や旅行を一緒に楽しみたいね。

12354 ゆきんこ
もうすぐ80代となりますが、工夫して一人暮らしを確立している姿に尊敬しています。運動も食生活も

人間関係も見習いたいです。いつまでも自分らしく。

10462 あいあい
自分が母親になってお母さんの素晴らしさを知ったよ。たくさんの愛をありがとう。そしていまは私の子

どもを愛してくれてありがとう。

8770 くらすます

産んでくれてありがとう

育ててくれてありがとう

まだまだ元気で過ごして下さいね

12648 めうおつか いつもいろんなお土産をありがとう。

13021 あも

いつもありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

いつまでも元気で過ごしてください。

13702 すっちゃん
年を重ねるにつれ体が小さくなってきましたがお母さんの優しさは子供の頃と変わらず大きいです。いつ

もありがとう!これからも元気でいてね。

9574 ねこまる
お母さん、高齢なのにいつも孫の面倒を見てくれてありがとう！

体も大変なのに、迷惑かけてばかりでごめんね。これから沢山親孝行するので⾧生きしてね

4687 カックンママ
お母さん、日頃感謝の言葉をあまり言ってきませんでしたが、私が結婚後、子供が生まれてからも、色々

と、お世話になりました、ありがとう。

13911 ミケネコ
私も母になり、育児 家事の大変さを痛感している毎日の中、私を気にかけてくれるお母さんはかけがえ

のない存在です。少しづつでも親孝行できたらいいなぁ 待っててね。

11782 あーちゃんまま
息子とお泊まりに行くと至れり尽くせり甘えさせてくれてありがとう！

美味しいご飯と温かいお風呂が良いタイミングで準備される実家は世界一の天国です。

5770 ゆきち

空の上の母へ

あなたが可愛がってくれた孫は先日無事に入学式を終えました。

あなたには親不孝な娘だったけど、これからも頑張るから。

いつも見守っててね。

5879 ます
子供の頃〝お母さん〟って、偉大で、何でも1人でこなせてて。私もそんな〝お母さん〟になりたい。今

もまだ偉大で、実家に帰ったら子供でいさせてくれて、ありがとう！

3916 ともかなママ
ほんとに70歳？と驚かされる、元気いっぱいのお母さんは、私のお手本で目標です！そんな素敵なお母

さんでいてくれてありがとう！ほんとにほーんとに大好きだよ！！
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11028 jasminecha

お母さん 大好きだよ。

今の私があるのは

お母さんのお陰です。

いつも見守っていてくれてありがとう。

11771 こみちゃん
"お母さん"と呼んでた子供時代から、今度は私が母になり、見方は変わってしまったけど今でも頼りにな

る存在であることには変わりないです。とにかくいつも元気でいてね！

14587 kaopi お母さん、いつもありがとう&#10084;&#65039;

11571 コロぽん
ふと気付くと喜寿の年ですね。お祝いの食事会を盛大に！温泉旅行をプレゼント！は出来ないのがもどか

しいです。帰省すらままならないので、とにかく健康でいてほしいです。

11930 だんご三兄弟
私が３人の息子を産めたのは、お母さんが私を産んでくれたから。今でも子育てを見守ってくれて、本当

にありがとう。3年間海外に行くけど、帰国するまで絶対元気でいてね。

14170 まきん
いつもありがとう。

孫守り助かってます。

12635 とく
いつも小言を言わず、がんばり屋のお母さん。娘のことも孫のことも優しく見守ってくれて、いつもおい

しいごはんを作って迎えてくれてありがとう。

14043 みずどん
米寿おめでとう。私たちのためにと、一人でお米や野菜づくりを頑張ってくれて本当にありがとう。私も

負けないように頑張るからね。

14432 はあこ
いつも支えてくれてありがとう！来年からは社会人になって、今までの感謝と恩を少しずつ返していきま

す♪ママの娘であることが誇りです！

14097 ニコニコ&#128515;

 私が学生の頃は、言いたい放題にまた、心無い言葉を言ったり、本当にごめんね。

今、お母さんの気持ちがよく

分かります。

お元気で、お過ごしください。

10237 ぶんちゃん
いつも本当にありがとう。結婚してひとり立ちしてからも、孫の世話から私のグチ聞き役まで、頼ってば

かりだなあと感謝しています。これからもずーっと元気でいてね。

6385 ヒロ
口うるさい母ですが、その言葉に優しさ、すごく感じてます。素直に感謝の言葉言えなくてごめん

&#128591;いつもありがとう&#128522;

4326 献血マニア いつもありがとう

11765 めー

お母さん

お元気ですか

たくさんの幸せをありがとう。育ててくれた感謝を伝えるのが下手でごめんなさい。

いつかまた、天国で会いましょう。

13312 さや
自分も母になり大変さを知った当たり前の様にある綺麗に洗濯された服美味しい料理4人子がいて自分に

使える時間お金も殆どない中本当に有難う元気に会える日を楽しみに

11861 りょうちん
毎年母の日には旦那の母親と自分の母親に贈り物を送っています。

産んでくれた事に感謝しながら過ごしています。

12213 よーいドン 父と仲良くいつまでも元気でいて下さい。また、遊びに行きます。

7664 よっこ
いつも私のことを思ってくれてありがとう。全ての行動に愛情を感じられたと今になって改めて思うよ。

亡くなってもう4年…いつか会えることを楽しみに、親孝行もさせてね。

12306 まなママ 天国の母へ、母親26年目にしてあなたの気持ちがとても良く分かります。

14369 にくまる
今年で結婚10年目。なんとか子育てしながら仲良くやれています。いつも我々家族を気にかけてくれる

お母さんのおかげです。ありがとう。

9762 おっぺけ お母さんの事を尊敬しています。いつもありがとうございます。毎日の感謝を大切にしたいです。

11561 りうたん
結婚して実家を出て、更にコロナ禍でなかなか会えなくなったけど、お母さんの明るい電話に励まされて

いるよ。いつもありがとう。

9877 わたこ

お互い、歳を取りましたね。

私も子どもを産んで、育児の大変さが分かりました。ご苦労様でした、そして、これからもよろしくお願

いします。

8652 シニアマウス
コロナ渦で年忌ができない状態が続いてますが、毎日仏壇に飾っているににっこり遺影に向かって家族の

動静報告と見守りをお願いしていますね。これからもよろしくね。

9637 ２児ママ
大先輩に、尊敬の念を。

いつもありがとう。これからも元気で居てね。

10690 たまら
離れた土地にいても気にかけてくれてありがとう。すぐには会えないけれどいつもお母さんの幸せを祈っ

ています。

4633 モモクロ いつも美味しい食事を作ってくれてありがとう。これからも元気に⾧生きして下さい。

5581 しんちゃん
御年85歳、日々洗濯機を回してのお仕事御苦労様です。我が母は偉大です！百歳まで仕事してくださ

い！
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10654 めーちゃん
お義母さん、何にも出来ない嫁を30年近くも優しくしてくれてありがとうございます。私はお義母さん

の様な姑になるのが夢です。いつまでもお元気でいて下さい。

10887 ブル君 自分か歳をとればとるほど母親の存在が、大きくなる気がする

12147 ゆか

まさか自分もママと同じように年子育児するとは思ってませんでした！これからも元気で明るいママで時

には助けてください(*´&#42163;`*)

いつもありがとう！

11213 ヘキサ
いつも食事や洗濯等ありがとうございます。

自分でやってみて、ありがたい事がよく分かりました。

10804 むらさと
いつも大変お世話になっております。

無理せず、ぼちぼちご活躍ください。

13740 とみー
実家に帰るといつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう！

いつまでもお父さんと仲良く元気いっぱいのお母さんでいてください！

13070 こめこ お母さん、結婚した今も色々ありがとう。

10731 まいまい
私が大人になっても孫ができてもお母さんは私の母です。私が母になってから、大変さや母としての喜び

不安を実感しています。いつも感謝しています大好きです。

11357 都会の村人
⾧いこと生きてると、色々な経験ができてしまいます。今は苦しいですが、頑張って生きてください。孫

が楽しみにしています。

8209 sibasann
体が不自由になり、世話をしていた母が亡くなって一年になります。母の日には毎年花を贈りました。私

が働いていた時に孫たちの面倒を見てくれた母に感謝です。

14235 のぶ
自分が親の立場になって子育ての大変さを知りました。いつもついついキツイ言葉を投げかけてしまうけ

ど、本当はとっても感謝してます。お母さん、いつもありがとう。

14287 のり
私も、四十代母になりいつも忙しくしていて、実家になかなか行けなくてすいません&#128591;

母の苦労がなんとなくわかってきました。

4367 アンジィ
お母さん、いつもありがとう！すごく辛い時もお母さんがいてくれてなんとか乗り換えられた。

お母さん、ずっと元気でいてね！大好き！

13656 えっぴ～
いつもありがとう、感謝しかないです。

もっと毎日言葉にすれば良かったね。

11999 もも 子育てをしてお母さんのすごさがよく分かります。いつもありがとう。これからもずっと元気でいてね。

10924 ぽにょ
いつもありがとう。そして私を産んでくれてありがとう。私も母になり母の気持ちが分かりました。これ

からもよろしくね。大好きです。

12623 梅ちゃん
いつもありがとう！

また一緒に買い物したりしようね。

11779 よーへい 実家が遠く、コロナもあり、なかなか会えてないけど、いつも贈り物や電話ありがとう。

8134 さくら散歩 今になって母の深い愛を理解できるようになりました。ありがとうございました

13757 ぶどう
コロナでなかなか会いに行けないけれど、料理が苦手な私のために会うときはおかずを作って渡してくれ

てありがとう。いつもおいしいです。とても感謝しています。

14371 さるぴょん
出産して専業主婦になって、仕事と家事を両立してたお母さんを思い出して、感謝の気持ちが強くなった

よ。親になって気づいた偉大さ。お母さんみたいな母親になりたいです。

8220 かず
いつもありがとう。

⾧生きしてね。

5839 くみ
いつも遠くから見守ってくれてありがとう&#8252;

直接伝えることができないけど、感謝しています。

12582 いちごっ子
これまでずっと変わらない豊かな愛情を本当にありがとう。お母さんのもとに生まれて、本当に幸せで

す。

14183 まゆりん
娘を産み、世話をしている中で、母は本当にすごいなぁと実感。

産んでくれて、ありがとう！！

13551 おかぴー
いつも孫を可愛がってくれてありがとう。この前のショッピング楽しかったね。また3人でショッピング

行こうね

11427 なんやねん 元気ですか？⾧生きしてくださいな

10872 りゅりら
いつも愚痴を聞いてくれてありがとう！

お母さんは一番の友達です！ずっと仲良くよろしくね！

13660 gmm お母さんが私のお母さんで良かった！！いつもありがとう。

8615 たっきー
いつもありがとうございます。子どもたちは母の日にカーネーションを送らなきゃ！と焦っていた私と同

じくらいの歳になりました。彼女たちにその感覚ないみたいです…笑

12272 しー
いつも家族の事を気にかけてくれてありがとう。コロナ禍で今は会えないけど次に会う時にお礼の気持ち

を直接言わせてね。
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14422 アリエルのママ
23年前の年末に突然旅立ってしまったお母さん。子どもに恵まれなかった私は、再婚して、義理の息子

たちに「お母さん」と呼ばれ、今幸せです。

11539 ハナハナ
コロナ禍でしばらく会えていませんが、ワクチン接種ができるまで辛抱です。それまでなんとか頑張って

ね。

11007 助六
自分が母になり初めてわかった母の偉大さ。きっとずっと母を超える事は出来ないと思うけど近づけるよ

う頑張るから、これからも元気で、ずっと背中を追いかけさせてね！

12245 むすめ

おかあさん、いつもありがとう

子育てをしていると、あらためて母の苦労が分かります。

お母さんのおかげで、私も母親になることができました。

これから親孝行させてね

11445 omo
親から自立していると思ってはいるけど、いざという時、やっぱり親を頼りに思ってしまいます。

いつまでも母として私を支えてくれてありがとう。

11168 りん
私が仕事をしている為に孫のお世話をしていただき有難うございます&#10071;

またお願いしてしまいますがよろしくお願いします。

9944 ききき もうすぐ母になるので今まで受けた母親の愛情を受け継いで行きたいと思います！

13983 さあママ
ときに厳しく、ときに優しく、全力で支えてくれてありがとう。

ママの力添えがあっての私達です。お互い支え合いながら、これからも元気に、楽しく過ごそうね。

12264 ヨシジイ いつまでも元気で曾孫と遊んでください。

14132 トトロ
もうこの世に存在しない母。13歳の時、出てってしまい、会う事もなく、亡くなった事も知らず。もっ

と話したかったです。どうして3人の娘を捨てて出てったのだろう。

13054 みゆ お母さん、天国に旅立って２度目の母の日だね。いつも見守っていてくれてありがとう。

13209 sweetchan
コロナで会えない母へ、いつでも会えると思っていたのに、会えないのは寂しいです。とにかく元気で過

ごしてください。

13619 さっちゃん

なってみないとわからないよ

私が母によく言われた言葉

母になり９年

子育てがこんなにも大変で楽しいものだとは思っていなかった

母の日はとても幸せな日です。

11273 ひとちゃん
小さい頃から細かい事まで注意されて育ちました。とても厳しい母親でしたが、自分も3人の子供の母親

になって気が付いた事もたくさんありました。感謝感謝です。

13195 とんに
いつも、感謝しています。

孫の子守り助かってます。

6211 カスタード お母さんいつもありがとう！これからもヨロシクね！！

10758 しゅう
いつもありがとうございます

一年でも⾧生きしてください

6969 ぷにこ
お母さんコロナでずっと会えていないけど、元気にしていますか？こんな時こそ近くにいてあげたいのに

…ごめんね。落ち着いたらバーベキューしようね。

14290 えりんぎ
私を産んでくれてありがとう！私も母になりました。私がお母さんに感謝してるように子どもにもそう

思ってもらえるように頑張るね！いつまでも元気で明るいお母さんでいてね

8370 べー
お母さんいつもありがとう！コロナが心配でなかなか会えないけど、収まったら今度こそ一緒に温泉に行

こうね！体に気を付けて元気でいてね。

11689 たんぽーぽ

いつもありがとうございます。

今年はコロナ禍でなかなか会えないので、何か贈ります。

お身体に気をつけてくださいね。

6776 ものみんた 特別な事を書くことは恥ずかしい  けど、貴女が僕の母で良かった。

352 かん いつも明るく元気でいてくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。

11591 Herlock Sholmes 生んでくれてありがとう。育ててくれてありがとう。

8075 栗太 私達家族の事をいつも気にかけてくれてありがとう。

11799 ずきちゃん

拝啓、母上様

ここ数年コロナの影響ですっかりご無沙汰してしまいごめんなさい。さほど遠い距離でもないけれど、今

はお互い我慢の時と思って許して下さい。

11240 キンキン 笑顔のお母さんいつもありがとう。

13412 そうママ
お母さん、いつもありがとう！遠くてなかなか帰れず、コロナでさらに帰れず、こんなに会えなくなると

は思っていなかったよ。とにかくお互い元気に過ごそうね☆

11950 しのT
お母さん、いつも心配してくれてありがとう。いつもとても元気だから気にかけてなかったけど、もう年

だからこれからはもっと実家に顔出すようにするね。
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13717 ななな

自分が親になって

母の偉大さを感じました。

いつもありがとう！

3950 みほみほ
4人の子供達の親ですが 我が家ではイベントはありません。心の中では感謝していると信じてます。い

つまでも元気でいることが子孝行と思っています。

4906 みーさん
母は偉大です。勝ち負けではないですが、色んな意味で勝てません。生きていたら私の母親ぶりを何て言

うのかな。最後まで頑張った母を尊敬しています。お母さんありがとう。

11212 ともみん 離れてるからなかなか会えないけどずっと元気で健康でいてね

11087 かなしーり

毎日お仕事お疲れ様です。

私も子供たちにも愛情をたくさん注いでくれてありがとう&#9825;

世界一愛してる

10997 しろくま
いつもみんなが集まる家、お母さんが誰が来てもサッと美味しいご飯を出せるからだと思います。私もそ

ういう母になりたいです。

12774 oxford 
還暦おめでとう

お祝いに温泉いきましょう

13846 きよP
お父さんが亡くなっなった後、寂しい気持ちを乗り越えて、自分の楽しみを見つけられるようになった

ね。今年８０歳になるけど、健康でいてくれてありがとう。

11564 みー
いつも朝早くから掃除、朝ごはんの支度などしてくれてありがとう。仕事大変だと思うので休みの日くら

いはゆっくりランチ行ったりおでかけしようね！

13299 まっとー
このご時世、1年以上直接会えていませんが、心配しています。電話やメールで近況を伝え合っています

が、世の中が落ち着いたら子供を連れて会いに行きます。

9489 さえちゃん あなたが大っ嫌いですが高齢のあなたとどう接していったらいいか正直悩んで答えが出ません。

9867 産んでくれてありがと
何があっても驚かない。動じない。負けない母親。私も強く前向きな気持ちで日々過ごします！いつも寄

り添ってくれてありがとう。感謝してます。

13456 ゆかりん

いつもありがとう。

この年になっても、何でも頼ってばかり。本当に感謝しています。これからも体に気を付けて、⾧生きし

てね！

6779 メイとキラ なかなか近くで居ても親孝行できなくごめんなさい。兎に角健康で穏やかに過ごして下さい。

7123 たくぽん
コロナで、ずーと会えてない母に、残された時間を有意義に過ごせるよう、なんとかしてあげたいです!

コロナよ、早く終息しておくれ!

13879 ヒデちゃん
お母さん コロナで帰省できず会えませんがお元気そうで安心してます。またランチに行ける日が必ずく

るから待っててくださいね。

13404 Koji
お母さん、いつもありがとう！感謝しています！

これからあったかくなってきますが、体調には気をつけて、いつまででも元気でいてください！

11979 すだっち
結婚してもう30年です。子供も4人、一番下の子が今年就職しました。子育ても、終わりこれから、母さ

んの仕事はひと段落してこれから妻と楽しみたい。

5680 あずっち
お母さん、いつも悩んでいる時に相談に乗ってくれて助けてくれてありがとう。とても感謝してます。無

理しないで、いつまでも元気な母ちゃんでいてください。

6961 なな
何歳になっても、母は、母。いつも力になってくれていると母に感謝に過ぎません。自分が母となり、そ

うなれるか…？でも、しっかりと母として頑張ります！

9714 海ママ
いつも嫌な顔をせずに子どもたちを預かってくれてありがとう。孫ができたら私はできないかも。お母さ

んはすごい。

8744 ゴマ
いつも迷惑かけっぱなしでごめんなさい。そして、ありがとう！

お母さんも高齢です。コロナに気を付けて、いつまでも元気でいてね！

8627 とも
優しくいつでも私の味方のお母さん。自分が母親の立場になり、なお一層偉大さを実感してます。大好き

です。本当にいつまでも元気で、側にいさせてね。

12902 ゆなみ
お母さん あなたをお手本に

興味を持ったら、その中に入り元気で動けるうちにいろいろ経験しながら有意義に過ごしています。

10996 narunaru
いつも気にかけてくれてありがとう。

健康に気をつけていつまでも元気でいてね。

12279 ゆう
いつも、私の意見を尊重してくれて温かく見守って寄り添ってくれてありがとう。甘えベタなせいで我慢

してるんじゃないかと逆に心配させてごめんね。大好きです！

8718 まみりあ
母親になって初めてお母さんの気持ちというものがわかりました。こんな時こんな気持ちだったんだなー

と自分の言動を振り返ると申し訳なくて感謝の気持ちで一杯になります。

11201 たか
母さん、いつもありがとうございます。

いつまでも身体に気をつけて元気で楽しく過ごして下さいね。
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6688 ちゃまやん

お母ちゃん、いつもありがとう。

腰も膝も痛くて、リハビリも思うように成果が出ないけど、頑張っている姿を見せてもらえるだけで嬉し

いよ。

5403 ダヤコ
お母さんが描く油絵が大好きです。元気で⾧生きしてたくさん絵を書いてね！行けるようになったら、ま

た色んなところに旅しようね。

12887 マツ
自分が母親になって、大変さが分かりました。出産の時も、私が病気になった時も、たくさん助けてくれ

てありがとう。これからも元気でいてください。

14357 りんらいん
この異常事態が落ち着いたら1番に逢いにいきます。距離は離れていても、心はすぐそばで寄り添ってい

ます。愛を込めて、あなたの幸せと健康を願っています。

11312 さや

いつもありがとう。

このコロナ禍でなかなか会えないけれどまた会える日を楽しみにしています。

これからもお体にお気をつけて過ごしてくださいね。

11162 ぺんぺん 声が聞こえるだけで嬉しいです

14104 HIROKO いつもありがとう。

10003 まりも
今年はまた孫が誕生し、孫たちは、祖母が、永遠に元気でいる事が当然だと思っているので、彼らの行く

先を見守ってあげてくださいね。私にも親孝行をさせてください。

14433 ゆう
遠く離れていても、心の支えになっています。

いつもありがとう。

12075 おはなぼう
コロナ禍でなかなか会いに行けないけど、落ち着いたら会いに行きます。いつまでも元気で明るい、そし

て健康で居てください。

5719 福ちゃん
ずっと愛してくれてありがとう。

健康に気を付けて。

11160 choco いつもありがとう！

9247 はるママ
働きながら、私達兄弟を育ててくれ、定年後は大学に通ったりヘルパーの資格を取得し高齢者の施設で働

いていましたね。向上心があり努力する姿は私の人生のお手本です。

13278 待つお
いつも野菜をくれてありがとう、おかず作りに助かります。これからも畑仕事ができるくらい、元気でい

て下さいね。

13397 ひつじ
いつもほんとにありがとう、大人になってからお母さんの大変さが身にしみてわかります。これからもあ

まり無理しないでね。

10828 うるとらっぴー
いつもありがとう！予定では結婚して孫の顔見せてあげれてるはずなのにできてなくてごめんね。お父さ

んの分まで⾧生きしてね。

8628 たえもも
いつも喧嘩ばかりだけど、お母さんがいないと私の生活は成り立たないし、けんか相手がいないと寂しい

のでこれからも元気でいてね。

11042 ら

お母さんいつもありがとう。

あなたが産んでくれたお陰で素敵な毎日をおくっています。

他人のことより、自分のことを一番に考えてこれからは暮らしてください。

4637 丘里リル
いつもイオンで食料品などを買ってくれてありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

11425 momo ありきたりな言葉だけど、いつも本当に感謝しています。

13361 アミ−
父さんが亡くなって1年、色々と問題事があり大変だったけど寂しくないですか？これからは父さんの分

まで孝行するつもりだから元気でいてね。

11908 たくじー 「母の日いつも有難う」といいたい時、母はなし。このことを肝に銘じて、墓まいり

12546 ちっち

いつもありがとう。

責任感があって頼れるからついつい頼ってしまうけど、あまり無理せずにおかあさんの人生を楽しんでね

^_^

12896 グクテテ
孫の面倒をいつも見てくれてありがとうございます。服や文房具、ヘアアクセサリー、孫のものをいつも

買ってくれてとても助かっています。

11398 ドンミン
愛情たくさん注いで育ててくれたお母さん。嫁いでから主婦トーク出来る時間が毎回楽しみです。いつも

ありがとう！いつまでも友達みたいな仲良し親子でいようね！

4408 となりのプー
自分が母親になって初めて気づいた。母親の苦労、大変さ、偉大さ、優しさ!!今の自分が、息子の猛烈な

反抗期。いつまでも元気ではつらつといて下さい!

9991 かんた
いつも孫たちにプレゼントをありがとう。これからもたくさんのありがとうを届けたいから⾧生きしてく

ださい。
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